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美 Silent hall 利用規約 

 

R4.9.27 

 

 美 Silent hall (以下、「当ホール」という) は、バックオフィス有限会社 (以下、「弊社」という) が運営して

おります。 

 当ホールでの催し物開催にあたり、本利用規約をよくお読みになり、内容をご理解、ご承諾いただいた上

でご利用いただきますようお願い申し上げます。 

 なお、弊社は.予告なく本利用規約を変更することがあります。変更後は改定された利用規約が適用され

ますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

（１）利用条件 

 本利用規約の内容をご理解ご承諾いただけること 

 弊社が指定するウイルス感染防止対策を遵守していただけること 

 

 

（２）利用区分・料金 

 ご利用時間は搬入開始から搬出完了を含めます 

 利用区分・料金は（別紙 1）を参照のこと 

 尚、令和３年４月１日より新料金体系に変更いたします（別紙２） 

 ※休館日はご利用できません。（GW、お盆、正月、カレンダーによって指定） 

 ※延長については１時間に限り、5,500円（税込）でご予約が可能です。必ず申し込み時にご予約ください 

 

 

（３）お申込み 

１－ ご利用予定日の 2年前よりご予約可能、申し込受付の締め切りはご利用予定日の１ヶ月前 

 

２－ご予約方法 

１） ２階ホール専用ＷＥＢサイト（https://lhx13.linkclub.jp/bisilent.mh-motoyama.jp/bisilenthall.php） 

またはお電話で日程の確認をおこなった後、日程を予約 

 

２） 予約後、所定の書類を弊社に以下のいずれかの方法で提出。提出して頂いた申込書を受理した時

点で申込み完了といたします。 

 

  ・メール添付（宛先：bisilent@mh-motoyama.jp） 

  ・郵送（宛先：〒464-0807 名古屋市千種区東山通１－３５ １階ホームメイト FC本山駅前店） 

  ・FAX（宛先：052-789-0910  ホームメイト FC本山駅前店） 

https://lhx13.linkclub.jp/bisilent.mh-motoyama.jp/bisilenthall.php
mailto:bisilent@mh-motoyama.jp
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３） 申込書提出後、弊社よりご利用承諾書及びご請求書を郵送もしくは E メールにてご送付 

 

４） 弊社からのご利用承諾書及びご請求書を受け取り後、請求書発行日より 2週間以内に 

ご予約金 1万円（税込）をお支払（記載されている所定口座にお振込み） 

    ※2週間以内にお振込みの確認が取れない場合は予約を取り消します 

 

５） ご利用予定日の 1か月前までに残金をお支払（記載されている所定口座にお振込み） 

※ご利用日 1ケ月前までに残金のお振込みの確認が取れない場合は予約を取り消します 

 

※以下の点にご注意ください。 

①１）の日程確認をおこなう前に申込書の送付はしないでください。日程が重複した場合等、 

 一切の責任を負えません。 

②３）の弊社からのご利用承諾書及び請求書を受け取る前に弊社口座への入金は絶対にしないで 

 ください。ご予約をお受けできない場合、返金に応じ兼ねる場合がございます。 

   

 

（４）ご利用の流れ 

１－ ご利用予定日の 1か月前までに必要に応じてご来館の上、詳細を打ち合わせ 

２－ 火薬類を使用、特別な警備が必要、または、著作権のかかる曲を演奏、など届出の必要がある場合

は、必ず主催者から監督官庁へ早めに届出手続を行うこと 

３－ 当日は弊社スタッフの指示に従うこと。尚、スタッフは常駐しません。必要事項は事前に確認すること 

４－ 事前打合せ以降に、施設や備品などの使用に変更が生じた場合は、必ず事前に弊社スタッフの 

了承を得ること 

５－ 調律をおこなう場合は弊社指定業者に依頼します 

６－ 不測の事態に備え、主催者は消火設備・非常口の位置など予め確認すること 

７－ イベントのチラシを作成する場合はホールの地図、チケット販売に関する問合せ先を必ずいれる 

    こと。当ホールで問い合わせに関する対応はできません 

 

 

（５）当日の流れについて 

１－ ご予約 10分前にホールを開錠いたします。規約、事前打合せ内容に従ってご利用ください 

２－ 開場前に、当ホール前（１階入口前を含む）に並ばれる来場者の整理は、主催者が責任を持って 

行うこと。また、開演前公演後を含め近隣住民の方々への迷惑になる行為はしないこと 

３－ 関係者は必ず利用時間内にホールの現状復帰を行った上で退出すること 

利用予約時間を超過して退出した場合には１時間あたり￥22,000（税込）の延長料金を 

後日お支払いいただきます。 1時間未満の場合も繰り上げ換算いたします。十分にご注意ください 

４― ゴミはすべて持ち帰ってください。電気、エアコンの消し忘れ、忘れ物には十分ご注意ください。 
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忘れ物の保管等については一切責任を負いません 

５－ 使用された施設や備品などは全て元の状態に戻し、必ず当ホールスタッフの確認を受けること 

(通常清掃での現状復帰が不可能と判断した場合は、別途清掃費用を請求いたします。) 

※ピアノ、拡散板を移動させた場合は必ず元の位置に戻すこと。ステージから降ろす行為は禁止です 

※チェロ、コントラバスのエンドピンをホール床に直接さすことは禁止です。 

６－ ご利用終了後、ホールから退出される際に担当者までご連絡ください。現状復帰内容を確認させて 

   頂きます。 

   ※業務の都合上、立会いができない場合は後日確認をさせて頂きます。確認事項あればご連絡 

    させて頂きます 

 

 

（６）キャンセルについて 

１－ お申込者の都合によるキャンセルについては、その時点でお支払いいただいている金額を 

キャンセル料として充当する。 

ご利用日の日程変更に関してもキャンセルと同等とみなします。 

 

 

（７）公演中止の管理責任について 

１－ 火災・盗難・停電・地震その他の事故により、使用者、出演者、関係者および来場者に事故や損害が

生じた場合、弊社及び当ホールに重大な過失がない限り弊社はその責任は負わない 

２－ 非常事態の発生や発生の恐れがあって当局の公演中止などの命令または勧告がなされた場合、 

弊社は主催者・来場者への責任を負わない 

３－ 公演が開催できない不測の事態（天変地異、大規模地震対策措置法により注意報が発表された 

場合、感染症の流行等によるイベント開催の自粛要請が自治体等より発表された場合、交通機関の

スト、その他の不可抗力）による損害が生じた場合、弊社は責任を負わない 

４－ 上記理由により当ホールのご利用ができなかった場合の返金は一切おこないません 

 

 

（８）禁止事項 

１－ 定員（90名）を超える入場 

２－ 申し込み時の用途と別の用途でのご利用 

３－ ピアノの内部演奏や特殊演奏（ピアノ弦に紙を載せたり、弦を指で叩く）や屋根を外しての演奏 

４－ スタッフの立ち合い無しでピアノの移動および照明器具の位置を移動すること 

５－ チェロ、コントラバスのエンドピンをホール床に直接さすこと 

６－ 外部に著しく大きな音や振動が出るような行為 

７－ 臭いのきついものの使用 

８－ 監督官庁の許可のない火器類危険物の持ち込み及び使用 

９－ 盲導犬・介助犬を除く動物の持ち込み 
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１０－ ホール内での飲食 

１１－ エントランスを含む当ホール敷地内での喫煙、楽器の演奏 

１２－ 入居者専用スペースへの立ち入り。入居者専用スペースはエントランス、駐輪場、各階共用部及び

居住区域を指します 

１３－ 使用権の第三者への譲渡または転貸 

１４－ その他、美サイレント本山入居者に対して迷惑のかかる行為全般 

１５― 禁止事項の行為をおこなわれた場合、違約金として 30,000円（税抜き）をお支払い頂きます。 

発覚時点でご利用を中止して頂き、今後のホールご利用をお断りさせて頂きます 

 

 

（９）器物破損、追加料金等について 

１－ 設置してあるピアノに物的損害が発生した場合は修理等にかかった費用全額をご負担して頂きます 

２－ ホール内、楽屋に置いてある備品、設備を破損または紛失された場合は修理、再購入にかかった 

   費用を全額負担して頂きます 

３－ ホールご利用後の弊社の確認により、著しい汚れが確認された場合は別途、クリーニング費用を 

   ご請求する場合があります 

 

 

（１０）緊急事態の対応について 

１－ 災害および緊急事態の発生に備えて、観客の避難誘導、緊急連絡、応急措置について当ホール 

   スタッフにご確認頂き、整理員の配置など万全の対策を講じてください 

２－ 災害および緊急事態が発生した場合は当ホールスタッフにご連絡いただき、その指示に従って 

   ください。尚、地震・津波などの緊急災害が発生の場合の緊急避難先は下記の通りです。予めご確認 

   ください。 

   【名古屋市立 東山小学校 ／名古屋市千種区橋本町 3丁目 20】 

３－ 公演中に重篤な急病人が発生した場合、急病人の救命が最優先となるために公演中断など非常 

   措置をお願いする場合があります 

４－ ホール内（楽屋、エントランス、トイレ等全て含む）での盗難や事故に関して、当ホールは一切の責任 

   を負いません。扉の施錠・管理は主催者の責任でおこなってください 

５－ ホール 1階の駐車場での事故、トラブルについて、当ホールは一切の責任を負いません 

 

 

（１１）暴力団等排除について 

１－会員は、弊社に対し、サービスの申込み時に、会員及びその役員、使用人が、暴力団等（暴力団、 

暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力）でないことを誓約するもの 

とします。 

２－弊社は、会員が次の各号に一つでも該当する場合、会員に対する何らの催告なしに直ちにサービス 
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を停止することができるものとします。 

  １）会員が自ら又は第三者を利用して、弊社に対し暴力的行為、詐術、強迫的言辞、業務妨害行為 

などの行為をした場合 

  ２）会員又ないし使用人が、暴力団等であることが判明した場合 

  ３）会員が弊社から求められた暴力団等でないことの確認に関する調査等に協力せず、資料等を 

提出しない場合 

３－会員は弊社が前項によりサービスを停止した場合のほか、会員又は使用人が暴力団等であることを 

理由として詐欺・錯誤等に基づき取引を終了した場合、一切の損害賠償を請求することは 

できません。 

 

 

（１２）使用許可取消 

 以下に該当すると弊社が判断した場合は使用許可の取り消し及び今後一切のご利用をお断り 

いたします。 

 

１－ 公の秩序良俗に反したり、法律に違反する恐れがあるとき 

２－ 他人の信用を傷つけたり、名誉やプライバシーを侵害する恐れがあるとき 

３－ 商標・著作権などを無断で使用したり、その恐れがあるとき 

４－ 国内外の国家、民族などの尊厳を傷つけたり、傷つける恐れがあるとき 

５－ 宗教、思想、政治的勧誘を目的としているとき 

６－ 使用目的や内容等に変更があるにもかかわらず、事前に連絡がないとき 

７－ 当利用規約に違反しているとき 

８－ 使用上、危険などが予想されると判断したとき 

９－ 使用申込書の内容と実際が異なっていたり、不正手段により使用許可を受けたりしていたとき 

１０－ 申込者が弊社の承諾なしに使用権を第三者に譲渡や転貸したとき 

１１－ その他管理運営上支障のあるとき、または不適切と認められたとき 

１２－ 当ホールの用途目的に反しているとき 

１３－ その他、弊社が使用禁止と判断をしたとき 

 

 なお、使用許可取消に伴う損害等について、当ホールは一切責任を負いません。 

 

 

１３）ジャスラックへの申請について 

 

１－ ご利用者さまで「JASRAC」への申請をおこなってください。当ホールへ問合せがあった場合も 

    対応致しかねますのでご了承ください。 
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別紙１） 

 

◎料金は全て税抜き 

 

【時間帯別】  

ご利用時間帯 平日 土日・祝日 

９：００～１２：００ ￥６，０００ ￥９，０００ 

１２：３０～１６：３０ ￥１３，５００ ￥２０，０００ 

１７：００～２１：３０ ￥２２，５００ ￥３４，５００ 

 

【セット】 

ご利用時間帯 平日 土日・祝日 

９：００～２１：３０ ￥４８，０００ ￥７０，５００ 

９：００～１６：３０ ￥２２，５００ ￥３２，５００ 

１２：３０～２１：３０ ￥３９，０００ ￥５８，０００ 

 

【オプション】 

項目 料金 備考 

スタインウェイ B２１１使用料 ￥１０，０００  

PA（YAMAHAステージパス） ￥１０，０００  

録音、録画セット ￥６，０００ DVD-R代含む、最大４時間まで 

調律 ￥２０，０００ 調律時間も利用時間に含みます 

 

【割引】 

項目 特典 備考 

美 Silent Club（入居者割引） ５０％ OFF  

会員割引 ５％ OFF  

 

 

 


